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各地の活

動から

市老連若手委員会は、昨年、地域支え合いを目的と
した「集いの場づくり」として、地域活動に消極的な人
でも、地域に関係なく参加できる街なかサロンに取り組

街なかサロン～
新町で会いま笑

みました。

青森県
青森市老人クラブ連合会
若手委員会

名でした。従来のサロン活動に加えて、介護事業所と連

しょう

毎月 1 回、市役所駅前庁舎 1 階の駅前スクエアで開
催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止の影響に
より、開催した回数は 6 回、1 回の平均参加者数は 24
係して、フレイル予防や食生活、ロコモ体操やコグニサ
イズ、ふまねっとの体験など、介護予防を取り入れた企
画を取り入れました。毎回のメニューや仲間との会話を
楽しみに参加している人や予定表を見て、周囲に声をか
けて参加した人もいました。
こうした取り組みが行政から評価され、令和 3 年度か
らは、市の助成を受けて継続して取り組んでいます。
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コロナ禍での友愛活動
みずほ教育福祉財団助成 ～令和２年度「地域支え合い応援事業」報告
本事業は、これからさまざまな友愛活動を通じて「地域支え合い」を始めるクラブ（連合会）を応
援するもので、令和 2 年度は 19 クラブ（連合会）が助成を受けました。新型コロナウィルス感染症
拡大防止の取り組みにより、中止になる活動や事業が多い中、今回は、集いの場づくり（サロン活
動）を通じて、支え合いに取り組んだ活動を紹介します。

女性が気軽に集える趣味活動サロン

感染防止に向けた準備と参加者への注意呼びかけ

山形県高畠町糠野目地区「虹の会」

を徹底することにより、年間を通じ、毎月１回サ

女性が気軽に集えるサロン活動を考えていたと

ロンを開催し、延べ参加者は 171 人に上ってい

ころ、新型コロナウィルス感染拡大の影響により

ます。

自宅で過ごすことが多くなり、仲間とも楽しめ、

このサロンでは、輪投げや囲碁ボールなどのス

一人でも家に持ち帰っても楽しめる手芸を楽しむ

ポーツに加え、健康講話の受講なども取り入れ、

サロンを開催することにしました。

地域高齢者のフレイル予防と交流に繋がってい

計画では月

ます。

1 ～ 2 回の開

参加者からは、
「サロンに参加すると、コロナ

催を予定して

での憂鬱な気持ちが吹き飛ぶ。
」との声も多く寄

い ま し た が、

せられており、今後も引き続き、感染対策を徹底

開催できたの

するとともに、サロンの継続的な開催にも意欲的

は 10 回、 延

に取り組んでいきます。

べ 103 人の参加となりました。感染予防の観点

声を出さないコロナ禍の歌ごえサロン

からあまりおしゃべりはできませんが、同じ場所

広島県福山市津之郷学区老人クラブ連合会

で過ごせることがこんなに幸せなんだと改めて思
いました。

「歌声サロン」を計画しましたが、開催できたの
は 3 回、
参加者数は延べ 100 人でした。1 回目は、

毎月開催、駅前サロン

プロの音楽家

兵庫県香美町駅前老人クラブ

を招いてアフ

３つのクラ

タヌーンコン

ブで構成され

サートを開

ている駅前老

催。美しい音

人 ク ラ ブ は、

色に包まれて

コロナ禍の中

心休まる時を過ごすことができたと好評でした。

に あ っ て も、

みんなで合唱する場面では、マスク着用のままハ
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ミングで「ふるさと」
「上を向いて歩こう」など

で 3 回しかで

数曲を歌いました。

きませんでし

当面は、歌えない歌ごえサークルとなりそうで

た が、 延 べ

すが、これから活動を継続していくにあたり、会

94 人 が 参 加

員や地域の方々に活動をアピールできたこと、活

しました。屋

動員がサロン運営を体験して手順を学び、次年度

外で行う「寿

開催にむけて活動をイメージしやすくなったこと

園芸サロン」は毎月第 2 火曜日に開催、1 年を通

が成果と思っています。

じて花の植栽を楽しみ、延べ 173 人が参加しま
した。活動の前後に声かけを行うことにより、一

豪雨災害の被災地で、全クラブでサロン実施

人ひとりが、見守り、見守られ、お互いに「支え

熊本県人吉市西校区老人クラブ連合会

合う」ことが孤立防止につながることを実感しま

新型コロナウィルスに加えて、7 月の豪雨災害

した。
「朝、身支度を整えて外出することが楽し

により、区老連では 10 クラブの内、6 つのクラ

くて仕方がない」と参加者から言われました。

ブのある地域
が被災し、多

みずほ教育福祉財団紹介

くの会員が不
自由な生活を

旧第一勧業銀行を母体とする社会福祉と教育

送ることとな

を中心とした助成団体です。昭和 59 年から継

りました。そ

続して、老人クラブ活動に助成いただいていま

うした中でも、全てのクラブが活動に取り組みま

す。全国に普及している「高齢者の体力測定」

した。結果、開催されたサロンの回数は 42 回、

や「健康ウォーキング」は、助成事業を通じて

参加人数は延べ 751 人、会場では県が推奨する

広がりました。

コロバン体操も実施しました。

■令和 2 年度実施市区町村老連一覧（19 老連）

会員からは、サロンの中止を連絡すると、
「寂

青森県

青森市、十和田市、板柳町

山形県

高畠町

福島県

葛尾村

神奈川県

寒川町

大阪府

藤井寺市、交野市

兵庫県

高砂市、養父市、加美町

岡山県

井原市

広島県

福山市

宮崎県日向市春原寿クラブ

香川県

三豊市豊中町

屋内で行う「ハートフルサロン」は、脳トレを

熊本県

産山村、宇城市豊野町、人吉市

含むレクリエーションを楽しむサロン。コロナ禍

宮崎県

日向市、延岡市

しかね、何とかでけんかね」と言われるようにな
りました。活動を通じてみんなと寄り添い合って
会話をしたり、身体を動かして体操する楽しさを
味わいながら支え合う、これからもできるところ
から継続して取り組む予定です。

屋内、外で 2 種類のサロン活動
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北から南から

近所の仲間を支える
「お助けマンサークル」
神奈川県寒川町 小谷パールクラブ ●会員数 103 名

活動の土台づくりは
学習と専門家のアドバイス
「外出に困難な高齢者が増え、自分たちが住んで
いる地域にも、買い物や通院などに支援が必要で
はないか」
、昨年 2 月、男女合わせて 10 名近くの
有志が集まって 2 時間 30 分の熱い議論が行われ
ました。その様子にこれから取り組む活動が、成
功疑いなしと確信しました。

ユニフォームを着て活動中

その後、みずほ教育福祉財団助成事業に申請し
て令和 2 年度、取り組みを開始、全国の先進事例
の資料を集めて学んだり、県内の先進地（清川村）
を訪問して学習を重ね、取り組み方法を検討、ポ
スターやチラシを配って利用を呼びかけました。
また、研修会に招いた認定 NPO 法人横浜移動サ

全戸に配布したチラシ

ービス協議会の方や、地元陸運局など専門家にも、
自分たちで作成した「活動規準書」にアドバイス
をいただいたり、地元警察に交通安全講習を企画
したり（コロナ禍で延期）
、実践と並行して活動
の土台づくりに努めています。
単位で発行）の協賛金を払います。令和 3 年 3

困りごとに対応して活動拡大

月時点の利用者数は 15 人、活動員は 11 人です。

活動を開始した 6 月の利用は 4 件でした。そこ

課題は支援者の確保と利用者の拡大

で、利用目的を病院や駅などの外出にも広げ、名
称も「買い物支援サークル」から「お助けマンサ

初年度の取り組み内容は、医療施設への送迎・

ークル」にしたところ、利用が増えました。その

移送が 50％超を占め、次いで買い物、ゴミ出し

後、利用者の要望を受けて朝のゴミ出しを追加、

となっており、高齢者の実態が鮮明となったと感

現在は「資源ゴミ」にも対応しています。こうし

じています。今後の課題は、高齢化に伴って減少

てメニューを拡大したことにより、10 月以降は

する「支援者（活動員）
」を一定数確保すること

月平均 23.5 件となりました。

が課題です。そのためには、自治会との連携を強

活動のしくみは、支援を受けたい人が始めに保

化し、支援者の確保とみんなが活躍できるための

険料（送迎サービス補償／傷害保険）として

利用者（受援者）の拡大が必要だと考えています。

1,000 円を納め、1 回の依頼につき 200 円（5 枚

（会長 右城 栄一）
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気軽に困りごとを語れる
居場所づくり
き

の

こ にししん し

岡山県井原市 木之子西慎思クラブ

●会員数 40 名

コロナ禍に「おしゃべり広場」の開設
行政をはじめ地域包括支援センターや社協など
に設けられている相談窓口は、いずれも私たちの
地域からは遠く、相談を諦めてしまう人も少なく
ありません。そこで、高齢者が気軽に困りごとを
話せる場「おしゃべり広場」を身近につくること
にしました。

アクリル板を設置し、検温を徹底

目的は、私たちにできることは手を差し伸べて
解決し、専門的な支援が必要な問題は、関係機関

電話相談を受けて暮らし支え合い

へのつなぎ役となる場所づくり。活動計画を伝え
に行った地域包括支援センターでは、
「具体的な

活動の開始は、新型コロナウイルス感染拡大防

相談事があった場合、連絡してくれれば家庭訪問

止の影響で、11 月からとなりました。毎週木曜

を行い対応する」と言ってもらいました。

日（10 時～ 12 時）
、公民館の別館で感染防止対

コロナ禍ということで、計画していた関係者を

策を図り準備しましたが、多くの高齢者が外出を

集めての大々的な開所式はできませんでしたが、

控えるなか、
「おしゃべり広場」への来場者は延

地域の自治会（13 団体）に依頼して、世帯数分

べ 24 人（19 回開催）という結果でした。

のチラシを回覧板にはさんで PR してもらいま

一方、活動員として協力してくれる人は約 20

した。

人、若手の会員も多く協力してくれました。毎回
交替で会場に待機し、
「会場には行けないけど話
がしたい」という人の電話に対応し、相談を受け
た困りごとの解決に向けて、現状を確認して計画
を立て、役割を分担して問題の解決に努めました。
内容は、家庭の草取りや、家具の移動などの他、
電話相談がきっかけとなって、足の不自由な方の

回覧板で配布した
チラシ

ゴミ出しを毎週活動員が交替で支援しています。
令和 3 年度もコロナ禍が続くと考えられます。
そこで、地域の方々に気軽に立ち寄ってもらおう
と揃えたニュースポーツなどの用具を使って、小
さな人数の集まりをたくさん実施して、
「おしゃ
べり広場」の PR と定着につなげていきたいと考
えています。
（副会長 岡田 捷夫）
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いちょうだより
クラブに１冊 老人クラブ活動の羅針盤
令和 3 年度版

「老人クラブリーダー必携」発行 !
「リーダー必携」は、新たなリーダーがクラブを理解する基礎的な資料として、また、経験のあ
るリーダーには、老人クラブの全体像を確認する資料として最適な資料です。

新任会長研修会、女性リーダーや若手リーダー、クラブの後継者育成の場面で、老人クラブを

紹介する基本資料として、多くの連合会でご活用いただいています。
みなさんもぜひご活用ください。

〈主な内容〉
基本編（全体像を次の５項目に分類して解説）
〇老人クラブの組織
〇老人クラブの運営
〇老人クラブの活動
〇老人クラブの発展計画・実践提案
〇老人クラブのあゆみ
資料編（老人クラブや高齢者に関わる最新の統計データや資料な
どを収録）
〇老人クラブ関係資料
A4 判、64 ページ

・老人クラブ数・会員数の推移
・老人クラブ関係国庫補助予算の状況 他
〇高齢者関係資料
・高齢者人口の推移、将来推計
・都道府県・指定都市別高齢者人口一覧 他
■価 格

● 1 冊 640 円（税、送料込み）

●複数購入の場合 1 冊 440 円（税込み／送料実費）
〈申し込み方法〉

●１冊の場合― 下記「郵便振替口座」から先払いでお申し込みください。
加入者番号：00170–9–770781 加入者名：全老連図書係
＊振込手数料はご負担ください。

●複数の場合は、都道府県・指定都市老連または全国老人クラブ連合会（電話 03–3581–5658
／ FAX 03–3597–9447）にご連絡ください。
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宅配便業者の不在通知

を装って送られてくる

防ごう！
害
消 費 者被

ショートメールに注意しましょう！
「お客様宛にお荷物、不在の為持ち帰りました。
下記よりご確認ください」など、宅配業者を装っ
て送られたショートメール（ショートメッセージ
サービス／ SMS）には、偽サイトに誘導するた
めの URL が記載されており、アクセスしたことに
より、自分のスマホが不正利用されるという被害
が起きています。

●返
 信する前に確認！

いか確認。

不在通知に記載されている URL にアクセス

・ I D やパスワード、暗証番号等の個人情報

する前に、電話窓口や公式ホームページ等

を入力してはいけません。

で、宅配便業者の正式なサービスか調べて

● 困ったときは、すぐに消費生活センター等

確認しましょう。

に相談しましょう。

● アクセスしてしまった場合は

（消費者ホットライン☎ 188／お近くの自治

・不審なアプリがインストールされていな

体の窓口を紹介）

みんなのひろば

千羽鶴に
感謝の心を込めて、
町内の福祉施設に贈呈

クラブの女性会員に協力を依頼し、材料等を
送付、11 月末には心のこもった 11,000 羽
の折り鶴が寄せられました。女性役員がそれ
を 11 束の千羽鶴にして、今年 2 月、町内

石川県中能登町老人クラブ連合会

10 か所の福祉施設に贈呈しました。

昨年、コロナ禍で会員が集まることができ
なかった時、
「自宅でもできる活動は何かな
いか」と町老連の三役会で話し合いました。
その結果、感染リスクと闘いながら日夜業務
に携わっておられる福祉施設等の職員に、感
謝の気持ちを伝えるとともに、利用者の心の
癒しになればという思いから、千羽鶴を町内
の福祉施設に贈ることにしました。
作成は女性委員会が担い、9 月初めに単位
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1 年前はクラブ活動に無関係だっ

るといっても過言ではありません。コロナ禍に関

た用具で、今は必需品となってい

わらず、クラブ活動にお勧めしたいのが、握力計

る物は何でしょう。答えは、体温計、多くは非接

です。握力測定は、高齢者向け体力測定の項目

触型です。手指の消毒薬もあります。老人クラブ

の一つで、全身の筋力の程度を知るための指標

に限らず、人が集まる全ての場所に用意されてい

として用いられています。

編集後記

（敦）

全老連で発行している資料で掲載
している PR ロゴです。クラブや
連合会の広報資料に活用ください。
全老連のホームページ「活動資料」
からダウンロードできます。
● 令和

3 年 4 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 486 号 ● 発行人／正立 斉 ● 発行所／公益財団法人 全国老人クラブ連合会
3 – 3 –2  新霞が関ビル 5 階 ● 電話 03 – 3581– 5658（代） FAX 03 – 3597– 9447
● ホームページアドレス  http://www.zenrouren.com/
● E-mail  zenrou@zenrouren.com
● 編集協力  株式会社 凱風企画

● 住所／〒 100 – 8917  東京都千代田区霞が関
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